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１　酢酸菌によるセルロース生合成と組み立て	

酢酸菌(Acetobactor 
xylinum)は好気性のグラ
ム陰性菌で、0.5µm×2～
4µmの桿菌	

１　フリーズエッチング法で見た酢
酸菌．Scale bar; 200nm 

２　ネガティブ染色法で見た酢酸菌
とセルロースリボン．リボンがねじ
れている	

３　ネガティブ染色されたセルロー
スリボンの高倍率観察．リボンには
細いスジ(striation)が認められる。	



ナタデココ	

ナタデココのTEM写真	



酢酸菌とセルロースシート（SEM写真）	



酢酸菌表面の高倍率観察（写真・上）　リボンは細胞長軸にそって左側に行くほど厚さを増している。矢頭よりセル
ロースが派生している．Scale bar: 1µm 

酢酸菌LPS層のフリーズエッチング像（写真・下）　一列に並んだセルロース合成サイトが観察できる	



急速凍結・凍結割断法による酢酸菌の電子顕微鏡像	



急速凍結・凍結割断法による酢酸菌の電子顕微鏡像	



酢酸菌（TEM写真）	

LPS層	

細胞膜	

急速凍結・凍結置換法による酢酸菌の電子顕微鏡像	



グルコース	グルコース-‐６-‐リン酸	

グルコース-‐１-‐リン酸	 ＵＤＰＧ	

グルコース	

UDPGの構造	

酢酸菌におけるセルロース生合成のメカニズム	

LPS層	

押し出し口	

細胞膜	

LPS層: 糖脂質に富む層	
UDPG：ウリジンジフォスフェートグルコース（セルロース前駆体）	



酢酸菌で合成されるセルロースの呼び方	

サブエレメンタリーフィブリル：　ＴＣによって合成され押し出し孔から培地中に出された直径1.5nmのフィブリル	

ミクロフィブリル：　サブエレメンタリーフィブリルが数本集まって形成されたフィブリル	

セルロースリボン：　ミクロフィブリルがさらに集合しリボン状になったもの。このリボンはねじれている。バンドルとも呼ばれる。	

セルロースの特徴	

３	高結晶性である	

４	菌体の長軸に対して平行に形成される	

２	幅7.5-10nmの均一な幅を持つリボンでねじれている。リボンには1.5nm間隔で細い
スジが存在している	

１	平均重合度が2,000-5,700（一次壁のセルロースほぼ同じ重合度）	



酢酸菌のセルロース合成遺伝子	

Cellulose synthaseのオペロンの構造．	

オペロンは9217bpでbcsA, bcsB, bcsC, bcsD遺伝子からなる。ATGは
翻訳開始コドン、TGA, TAAは終止コドン	

　 bcs オペロンはbcsA bcsB bcsＣ bcsＤで構成されている	

　　　　 bcsA： 84.4kDaのタンパク質をコードし、UDPGに結合するsubunitを持つ	

　　　　 bcsB： 85.3kDaのタンパク質をコードし、c-di-GMPに結合するsubunitを持つ	

　　　　 bcsＣ：141.0kDaのタンパク質をコードし、ミクロフィブリルの結晶化に関与か？	

　　　　 bcsＤ： 17,3kDaのタンパク質をコードし、ミクロフィブリルの押し出しに関与か？	

４つのポリペプチド（Ａ～Ｄ）による
セルロース合成複合体のモデル	



BcsA	

D	

触媒領域	 膜貫通ヘリックス	

DxD	 D	QxxRW	

PilZ	

D:	  アスパラギン酸	  
Q: グルタミン	  
R: アルギニン	  
W:	  トリプトファン	  
X:	  任意のアミノ酸	  
PilZ: cyclic di-GMPによる活性化に関連するドメイン	

ウラシル結合部位	

二リン酸結合部位	

触媒部位	

多糖結合部位	



Bacterial cellulose synthetase(BcsA) complex（Morgan et al., 2013)	

(Rhodoobacter sphaeroides)	 Morgan JL et al (2013) Nature 493: 181-186	



Bacterial cellulose synthetase(BcsA) complex（Morgan et al., 2013)	

(Rhodoobacter sphaeroides)	 Morgan JL et al (2013) Nature 493: 181-186	



２　Valoniaにおけるセルロースの生合成と組み立て	

バロニア	

バロニア細胞壁のTEM写真	



細胞壁側 

Exoplasmic 
site 

細胞質側 

Protoplasmic 
site 

PS 面 

ES 面 
PF  面 
EF 面 

細胞膜
	 

割断	 

凍結割断法(1) 



凍結割断法(2) 

凍結割断 シャドウィング 有機物の溶解 



１	緑藻	

２	ミクロフィブリルは幅約20nmで高結晶性
である。	

一次壁：ランダムな配列	

二次壁：高度に配向した交差多ラメラ構
造（各ラメラは直交している）	

３	フリーズフラクチャーの割断面	

ＥＦ面：　ミクロフィブリルの鋳型の末端に
ターミナルコンプレックス（ＴＣ）が認めら
れる	

ＰＦ面：　ＴＣが認められる	

４	ＴＣは直線型で、３列で各列が30-40個の
サブユニットで構成され、１ＴＣあたり
90-120個存在する。このＴＣは膜貫通型
のタンパク質である。	

Valoniaの細胞膜ＥＦ面．セルロースミクロフィブリル
の鋳型の末端にターミナルコンプレックスが存在．	

TC 

Microfibril 



Valoniaにおけるセルロースミクロフィブリル生合成の模式図	

ターミナルコンプレックスは膜貫通型で３列からなる	

ターミナルコンプレックス	

セルロースミクロフィブリル	

細胞膜	



ES面	

PS面	

セルロースミクロフィブリル	

ターミナルコンプレックス	



セルロースミクロフィブリル	

ターミナルコンプレックス	

ES面	

PS面	

EF面	

割断	



３　高等植物におけるセルロースの生合成と組み立て	

左図　ヒャクニチソウ管状要素の凍結
割断レプリカＰＦ面	

rosette（６個の膜内粒子が６角形状に配列、
中央部に穴があいている）が観察される。右
上はrosetteの拡大写真。	

１	 ＰＦ面に直径24nmのrosetteが
存在する。 rosetteは6個の膜
内粒子が6角形状に配列して
いる。	

  rosetteはミクロフィブリルが
堆積している二次肥厚部に集
中して存在している。	

２	



凍結割断−免疫標識法(3) 

凍結割断 シャドウィング 界面活性剤による有機物の除去 

免疫標識 



細胞膜上のセルロース合成酵素複合体と触媒領域の免疫標識	



D	

触媒領域	 膜貫通ヘリックス	

DxD	 D	QxxRW	

PilZ	

BcsA	

CesA	

PCR	  

D	 DxD	 D	 QxxRW	ZnF	

触媒領域	 膜貫通ヘリックス	

P-CR	 CSR	

ZnF: zinc finger domain　P-CR: Plant-conserved region　CSR: class-specific region 



UDP-Glc	

D:	  アスパラギン酸、Q:グルタミン、R:アルギニン、W:トリプトファン、X:	  任意のアミノ酸	

D/RxxRW	

D	DxD	
D	

C	  

セルロース	



D/RxxRW	

D	DxD	
D	

C	  

D:	  アスパラギン酸、Q:グルタミン、R:アルギニン、W:トリプトファン、X:	  任意のアミノ酸	



Zn-finger domainは相互作用し、分子内ジスルフィド結合を介した 
ホモまたはヘテロの二量体を形成 



CESA1	

CESA3	

CESA6	

一次壁形成期のセルロース合成酵素複合体	

二次壁形成期に発現するセルロース合成酵素遺伝子	

CESA4、CESA7、CESA8	

セルロース合成酵素複合体（CESA)　	



膜内粒子	

Rosette 



ロゼット（セルロース合成酵素複合体）	  

セルロース分子	

セルロースミクロフィブリル	

3nm	

3nm	



細胞壁形成中のユーカリ木繊維	

微小管の配向	α－チューブリン	

β－チューブリン	

微小管結合タンパク	

【微小管】 

24nm 

セルロース合成酵素複合体の動きを制御する微小管　	

ミクロフィブリルの配向	



スギ仮道管で観察される表層微小管	
微小管（矢印）は細胞膜直下に存在す
る．ＣＷ：細胞壁、Ｇ：ゴルジ装置、Ｍ：ミ
トコンドリア、ＰＭ：細胞膜	

ユーカリ木繊維での表層微小管と細胞壁	
切片はちょうど細胞膜にほぼ平行に切られている．微小管の傾
斜と細胞壁のミクロフィブリルの傾斜が一致している．ＭＴ：微小
管、ＭＦ：ミクロフィブリル	

ＣＷ	

ＰＭ	

Ｇ	

Ｍ	

ＭＴ	

ＭＦ	

セルロース合成酵素複合体の動きを制御する微小管　	



微小管	  



Plant cellulose synthesis complex composed of  
eighteen cellulose synthases	

Nixon BT et al (2016) WWW.nature.com/scientificreports DOI:10.1038/srep28696	
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Plant cellulose synthesis complex composed of  
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CESA/CSL superfamily genes	
CESA型セルロース合成酵素遺伝子に類似性のある遺伝子ファミリー	

ゴルジ体において非セルロース多糖類のβ結合型主鎖の結合を触媒	

CSL遺伝子をコードするタンパク質	



CESAとCSLの特徴	

Zn結合ドメイン	

タンパク質間の相互作用を
仲介する	

CSLには無い	

CSLタンパク質は二量
体を形成しない	

CESA	

糖転移活性	

CESA、CSLともに有する	



•  GSL genes によってコードされる酵素によって合成される 
•  GSLタンパク質： 
　　200kD以上の分子量 
　　16の膜貫通ドメイン 
      ６番目と7番目の膜貫通ドメインの間に巨大な親水性細胞質ドメインが存在 
　　細胞質ドメインにはRop1、annexin、UDP-Glc-transferase、sucrose  
　　synthaseが存在 
    

	

GSL: glucan synthase-like	

・　CESAは8個の膜貫通ドメイン 

・　GSLにはCESやCSLに保存されているD、D、DやQ/RXXRWが 

　 存在しない	

４　高等植物におけるカロースの生合成	



sucrose synthase	

UDP-Glc-transferase	

Rop1	

annexin	

カロース合成酵素	



GSL genes	
•  GSL酵素は組織特異的に発現し、生物ストレス、非生物ストレ

スによって制御される 


